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事業報告 〔概要〕 

１．法人情報 

（１）法人名称 学校法人 みえ大橋学園

（２）主たる事務所 三重県四日市市浜田町１３番２９号 

２．法人の沿革 別紙 「法人の沿革」 参照 

３．建学の精神と教育理念 

建学の精神 「地域を支える次世代を社会に送り出す」 

全ての人に、確かな技術を。確かな技術は、未来を拓く。 

教育理念 「豊かな人間性と確かな技術 - HUMANITEC（ユマニテク）- 」 

４．役員等の人数 理事 ６人（内、理事長１人）、監事２人 

評議員 １３人 

５．教職員の人数 

令和３年５月１日現在 

学校 
教員 職員 

合計 
専任 兼任 小計 専任 兼任 小計 

ユマニテク

ライフデザイン専門学校
６人 １３人 １９人 ２人 ---- ２人 ２１人 

ユマニテク

調理製菓専門学校 
１０人 ６４人 ７４人 ２人 ---- ２人 ７６人 

専門学校 

ユマニテク医療福祉大学校
２１人 １７５人 １９６人 ６人 ---- ６人 ２０２人 

ユマニテク

看護助産専門学校 
２１人 ８９人 １１０人 ７人 ---- ７人 １１７人 

大橋学園高等学校 ２６人 １３人 ３９人 ２人 ---- ２人 ４１人 

計 ８４人 ３５４人 ４３８人 １９人 ---- １９人 ４５７人 
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６．設置する学校・学科の定員及び学生生徒数等 

（１）設置する学校・学科の定員、学生生徒数

令和３年５月１日現在 

学校 学科 
入学 

定員数 

終業 

年限 

収容 

定員数 
現員数 備考 

ユマニテク

ライフデザイン

専門学校 

日本語学科 １００人 
１年 

１００人 １８人 ※１
２年 

観光ビジネス学科 ２０人 ２年 ４０人 ２５人 ※２

ユマニテク

調理製菓専門学校 

総合調理学科 ４０人 ２年 ８０人 ４８人 

製菓製パン総合学科 ３０人 ２年 ６０人 ５３人 

専門学校 

ユマニテク

医療福祉大学校 

理学療法学科 ４０人 ４年 １６０人 １０５人 

作業療法学科 ４０人 ４年 １６０人 ７３人 ※３

歯科衛生学科 ４０人 ３年 １２０人 ９６人 

介護福祉学科 ４０人 ２年 ８０人 ６４人 

ユマニテク

看護助産専門学校 

看護学科 ８０人 ３年 ２４０人 ２２９人 

助産専攻科 ３０人 １年 ３０人 ３０人 

大橋学園高等学校 普通科 ２８０人 ３年 ８４０人 ６７４人 

計 ７００人 ― １,９１０人 1,４１５人 

※１．令和３年１０月入学実員数：0 人（１．５年制）

※２. 令和３年１０月入学実員数：0 人

※３．終業年限変更（４年制から３年制への移行） 完成年度：令和３年度末

令和３年度／最高学年別（現員数：４年次生１２人、３年次生１１人 計２３人）

※４．製菓衛生師科（通信課程）：記載を省略

（２）学生生徒数及び退学者数等の前年度比較

学生生徒在籍者数・充足率 前年度比較 

各年度 5 月 1日現在：比較 

学校名 
令和 2（2020）年度 令和３（2021）年度 

増減 備考 
在籍者数 充足率 在籍者数 充足率 

ライフデザイン 42人 30.0％ 43人 30.７％ 1人 

調理製菓 98人 70.0％ 101人 72.1％   3人 

看護助産 254人 94.1％ 259人 95.9％   5人 

医療福祉大学校 295人 56.7％ 338人 65.0％   43人 

高等学校 668人 79.5％ 674人 80.2％    6人 

計 1,357人 71.0％ 1,415人 74.1％   58人 

2



退学者数・退学率 前年度比較 

学校名 
令和 2（2020）年度 令和 3（2021）年度 

増減 備考 
退学者数 退学率 退学者数 退学率 

ライフデザイン 1人 2.3％ 1人 2.3％ ０人 日本語学科２年 

調理製菓 13人 13.3％ 11人 10.9％ -2人 通信含まず 

看護助産 5人 2.0％ 11人 4.2％ 6人 8 名原級留置 

医療福祉大学校 12人 4.1％ 28人 8.3％ 16人 

高等学校 20人 3.0％ 11人 1.6％ -9人

計 51人 3.8％ 62人 4.4％ 11人 

※退学率：退学者数(年度末)÷在籍数(5/1)

（３）過去２年間の国家試験結果（既卒生を除く）

理学療法士 作業療法士 歯科衛生士 

令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 

受験者数 １９人 ２５人 ２０人 ２３人 ２１人 ２１人 

合格者数 １７人 ２３人 １８人 ２２人 ２１人 ２１人 

合格率 ８９．５％ ９２．０％ ９０．０％ ９５．７％ １００．０％ １００．０％ 

全国平均合格率 ８６．４％ ７９．６％ ８８．８％ ８０．５％ ９３．３％ ９５．６％ 

看護師 助産師 介護福祉士 ※１ 

令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 

受験者数 ７２人 ６１人 ２８人 ２８人 ２６人 ２８人 

合格者数 ６１人 ５８人 ２８人 ２８人 １５人 １９人 

合格率 ８４．７％ ９５．１％ １００．０％ １００．０％ ５７．６％ ６７．９％ 

全国平均合格率 ９５．４％ ９１．３％ ９９．７％ ９９．４％ ６９．９％ ７２．３％ 

製菓衛生師 ※２ 

令和２年度 令和３年度 

受験者数 ４８人 ３５人 

合格者数 ４２人 ３１人 

合格率 ８７．５％ ８８．６％ 

※１．外国人留学生を含む（受験者数の内７名、合格者数の内１名）

※２．製菓衛生師：資格試験は全国平均合格率の記載を省略（都道府県単位での実施の為）
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（４）各種認定・指定状況

高等教育の修学支援制度 

学校 課程・学科名 備考 

ユマニテク

調理製菓専門学校 

衛生専門課程 総合調理学科 

衛生専門課程 製菓製パン総合学科 

ユマニテク

看護助産専門学校
医療専門課程 看護学科 

専門学校 

ユマニテク医療福祉大学校

医療専門課程 理学療法学科 

医療専門課程 作業療法学科 

医療専門課程 歯科衛生学科 

社会福祉専門課程 介護福祉学科 

職業実践専門課程 

学校 課程・学科名 備考 

ユマニテク

調理製菓専門学校 

衛生専門課程 総合調理学科 

衛生専門課程 製菓製パン総合学科 

ユマニテク

看護助産専門学校 
医療専門課程 看護学科 令和３年度より認定 

専門学校 

ユマニテク医療福祉大学校

医療専門課程 理学療法学科 

医療専門課程 作業療法学科 

医療専門課程 歯科衛生学科 

社会福祉専門課程 介護福祉学科 

専門実践教育訓練給付金制度 

学校 課程・学科名 備考 

ユマニテク

調理製菓専門学校 

衛生専門課程 総合調理学科 

衛生専門課程 製菓製パン総合学科 

ユマニテク

看護助産専門学校
医療専門課程 助産専攻科 講座指定は、令和３年４月より 

専門学校 

ユマニテク医療福祉大学校
医療専門課程 歯科衛生学科 

※専門学校ユマニテク医療福祉大学校 介護福祉学科は「令和３年１０月講座指定」を申請予定であったが、国

家試験合格率が基準（80％以上）に満たさなかったため、申請が見送りとなった。 
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（５）修学支援制度の状況

≪入学金≫ ※支援対象者；新入生（１年次生）のみ 

学校名 
令和３（2021）年度 

備考 
Ⅰ区（満額） Ⅱ区（2/3） Ⅲ区（1/3） 

調理製菓 5人 1人 1人 

看護助産 6人 4人 2人 ※助産専攻科は対象外

医療福祉大学校 9人 2人 3人 

計 20人 7人 6人 

≪授業料≫ ※支援対象者；新入生（１年次生）および在校生（2 年次生以上） 

【前期】 

学校名 
令和 3（2021）年度 

備考 
Ⅰ区（満額） Ⅱ区（2/3） Ⅲ区（1/3） 

調理製菓 8人 2人 3人 

看護助産 10人 6人 5人 

医療福祉大学校 15人 5人 5人 

計 33人 13人 13人 

【後期】 

学校名 
令和 3（2021）年度 

備考 
Ⅰ区（満額） Ⅱ区（2/3） Ⅲ区（1/3） 

調理製菓 5人 4人 4人 

看護助産 12人 5人 5人 

医療福祉大学校 15人 6人 8人 

計 32人 15人 17人 

（６）新型コロナウィルス関連（補助金等交付状況）

（単位：円） 

補助金名 対象校 総事業費 
補助金 

決定額 
学園（学校） 

負担金 

学校保健特別対策

事業費補助金 

学校等における感染

症対策等支援事業 
大橋学園高等学校 528,000 450,000 78,000 
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財務の概要 ― 令和３ （２０２１） 年度 決算の概要 ― 

 

１．資金収支計算書 

 資金収支計算書は、令和３年度会計の教育事業活動等に附随する全ての収入と支出の内容、ならび

に当該会計年度における資金の収入と支出の状況と支払資金（現預金）の顛末を明示したものです。 

 収入の部は「当期収入＋前年度繰越支払資金＝収入の部合計」、支出の部は「当期支出＋翌年度 

繰越支払資金＝支出の部合計」で、収入の部合計と支出の部合計は一致します。 

 当年度の収入の部合計は、前年度繰越支払資金１,１８８,６４４,７７２円を含めて 

４,０４７,３９７,４８６円、支出の部合計は、翌年度繰越支払資金１,２２１,２１４,５９４円を含めて、

収入の部合計と一致する４,０４７,３９７,４８６円となっています。 

 

 

 

（単位：円）

科　　　目

　学生生徒等納付金収入　 1,137,860,000 1,148,296,280 △ 　　10,436,280

　手数料収入 24,240,000 27,688,820 △ 　　3,448,820

　寄付金収入 9,400,000 9,800,000 △ 　　400,000

　補助金収入 135,185,000 138,177,427 △ 　　2,992,427

　資産売却収入 0 0 0

　付随事業・収益事業収入 138,582,000 134,622,689 3,959,311

　受取利息・配当金収入　 7,900,000 7,568,656 331,344

　雑収入 27,646,000 50,019,058 △ 　　22,373,058

　借入金等収入 1,200,000,000 1,200,000,000 0

　前受金収入 467,266,000 554,673,620 △ 　　87,407,620

　その他の収入 147,132,959 167,748,844 △ 　　20,615,885

　資金収入調整勘定 △ 　　582,619,254 △ 　　579,842,680 △ 　　2,776,574

　前年度繰越支払資金　 1,188,644,772 1,188,644,772

　収入の部合計 3,901,237,477 4,047,397,486 △ 　　146,160,009

科　　　目

　人件費支出 711,500,000 695,299,545 16,200,455

　教育研究経費支出 305,745,000 265,442,293 40,302,707

　管理経費支出 151,944,000 121,189,534 30,754,466

　借入金等利息支出 22,300,000 16,170,710 6,129,290

　借入金等返済支出　 1,278,691,000 1,278,691,000 0

　施設関係支出　 190,930,000 189,082,895 1,847,105

　設備関係支出　　 52,570,000 46,257,154 6,312,846

　資産運用支出　　 312,000 261,998 50,002

　その他の支出 187,417,429 267,103,429 △ 79,686,000

( 11,000,000 )

39,000,000 39,000,000

　資金支出調整勘定 △ 　　77,845,855 △ 　　53,315,666 △ 　　24,530,189

　翌年度繰越支払資金 1,038,673,903 1,221,214,594 △ 182,540,691

　支出の部合計 3,901,237,477 4,047,397,486 △ 146,160,009

　［予備費］　　　　　　　

資　金　収　支　計　算　書

令和 3 年 ４ 月　１日から

令和 4 年 ３ 月３１日まで

　収入の部

予　　算 決　　　算 差　　　異

　支出の部

予　　　算 決　　　算 差　　　異
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２．事業活動収支計算書 

 事業活動収支計算書は、企業会計でいえば損益計算書に相当し、事業活動収支の内容と均衡状態を 

明示したものです。特殊性を除いた企業会計や一般的な損益収支差額に相当するのは、経常収支差額 

に特別収支差額を加えた基本金組入前当年度収支差額にあたり、当年度は２１２,１０９,８９９円 

となっています。 

 

 

 

（単位：円）

科　　　　目

　学生生徒等納付金 1,137,860,000 1,148,296,280 △ 10,436,280

　手数料 24,240,000 27,688,820 △ 3,448,820

　寄付金 9,400,000 9,800,000 △ 400,000

　経常費等補助金 135,185,000 138,177,427 △ 2,992,427

　付随事業収入 91,580,000 87,483,563 4,096,437

　雑収入 27,646,000 36,187,275 △ 8,541,275

　教育活動収入計 1,425,911,000 1,447,633,365 △ 21,722,365

科　　　　目

　人件費 711,500,000 695,299,545 16,200,455

　教育研究経費 417,484,000 377,174,881 40,309,119

     内．減価償却額 111,739,000 111,732,588 6,412

　管理経費 237,939,000 203,180,888 34,758,112

     内．減価償却額 76,208,000 72,204,354 4,003,646

　徴収不能額等 0 0 0

　教育活動支出計 1,366,923,000 1,275,655,314 91,267,686

　教育活動収支差額 58,988,000 171,978,051 △ 112,990,051

科　　　　目

　受取利息・配当金 7,900,000 7,568,656 331,344

　その他の教育活動外収入 47,002,000 47,002,752 △ 752

　教育活動外収入計 54,902,000 54,571,408 330,592

科　　　　目

　借入金等利息 22,300,000 16,170,710 6,129,290

　その他の教育活動外支出 0 0 0

　教育活動外支出計 22,300,000 16,170,710 6,129,290

　教育活動外収支差額 32,602,000 38,400,698 △ 5,798,698

91,590,000 210,378,749 △ 118,788,749

科　　　　目

　資産売却差額 0 0 0

　その他の特別収入 0 13,831,783 △ 13,831,783

　特別収入計 0 13,831,783 △ 13,831,783

科　　　　目

　資産処分差額 4,094,000 12,100,633 △ 8,006,633

　その他の特別支出 0 0 0

　特別支出計 4,094,000 12,100,633 △ 8,006,633

△ 4,094,000 1,731,150 △ 5,825,150

（ 5,000,000 ）

45,000,000 45,000,000

42,496,000 212,109,899 △ 169,613,899

　基本金組入額合計 △ 313,431,000 △ 87,964,201 △ 225,466,799

　当年度収支差額 △ 270,935,000 124,145,698 △ 395,080,698

　前年度繰越収支差額 △ 4,548,543,776 △ 4,548,543,776 0

　翌年度繰越収支差額 △ 4,819,478,776 △ 4,424,398,078 △ 395,080,698

 （参考）

　事業活動収入計 1,480,813,000 1,516,036,556 △ 35,223,556

　事業活動支出計 1,438,317,000 1,303,926,657 134,390,343

事　業　活　動　収　支　計　算　書

令和 3 年 ４ 月　１日から

令和 4 年 ３ 月３１日まで

教

育

活

動

収

支

事

業

活

動

収

入

の

部

予　　算 決　　算 差　　異

事

業

活

動

支

出

の

部

予　　算 決　　算 差　　異

教

育

活

動

外

収

支

収

入

の

部

予　　算 決　　算 差　　異

支

出

の

部

予　　算 決　　算 差　　異

差　　異

支

出

の

部

予　　算 決　　算 差　　異

　　　　 特別収支差額

　〔予備費〕

　基本金組入前当年度収支差額

経常収支差額

特

別

収

支

収

入

の

部

予　　算 決　　算
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３．貸借対照表 

 貸借対照表は、企業会計でも、その他学校法人を含めた公益法人会計でも、基本的に同じで、決算 

日（３月３１日）における財政状態を表し、学校会計においては、基本金と繰越収支差額が純資産を 

構成しています。総資産額 ８,７７３,５５５,３７２円、総負債額 ６,２１２,０２９,１１５円、正味 

財産 ２,５６１,５２６,２５７円となっています。 

 

 

 

　資産の部

科      目

　固定資産 7,385,605,110 7,400,065,236 △ 14,460,126

　     有形固定資産　　　　　　　　　　　　 6,925,887,354 6,891,205,049 34,682,305

　           土地 2,638,732,562 2,587,034,756 51,697,806

　           建物 3,889,881,910 3,915,535,068 △ 25,653,158

　　       構築物 116,997,389 124,317,467 △ 7,320,078

　　       教育研究用機器備品 157,581,837 138,470,257 19,111,580

　　       管理用機器備品 25,917,463 22,937,885 2,979,578

　　       図書 96,776,193 102,909,616 △ 6,133,423

     　その他の固定資産　　　　　　　　　　 459,717,756 508,860,187 △ 49,142,431

　流動資産　　　　　　　　　　　　　　 1,387,950,262 1,267,505,634 120,444,628

　　       現金預金　　　 1,221,214,594 1,188,644,772 32,569,822

　　       その他 166,735,668 78,860,862 87,874,806

　資産の部　合計 8,773,555,372 8,667,570,870 105,984,502

　負債の部

科      目

　固定負債　　　　　　　　　　　　　　 2,781,695,000 2,931,344,000 △ 149,649,000

　           長期借入金　　　 2,781,695,000 2,931,344,000 △ 149,649,000

　流動負債　　　　　　　　　　　　　　 3,430,334,115 3,386,810,512 43,523,603

　           短期借入金 2,787,154,000 2,716,196,000 70,958,000

　           前受金 554,673,620 552,619,254 2,054,366

　　       その他 88,506,495 117,995,258 △ 29,488,763

　負債の部　合計 6,212,029,115 6,318,154,512 △ 106,125,397

　純資産の部

科      目

　基本金　　　　　　　　　　　　　　　 6,985,924,335 6,897,960,134 87,964,201

　繰越収支差額 △ 4,424,398,078 △ 4,548,543,776 124,145,698

　　　   翌年度繰越収支差額 △ 4,424,398,078 △ 4,548,543,776 124,145,698

　純資産の部　合計 2,561,526,257 2,349,416,358 212,109,899

　負債及び純資産の部合計 8,773,555,372 8,667,570,870 105,984,502

貸　借　対　照　表

令和 ４  年 ３ 月３１日

（単位 円）

本年度末 前年度末 増      減

本年度末 前年度末 増      減

本年度末 前年度末 増      減
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４．財産目録 

 

 

Ⅰ　資産総額 8,773,555,372 円

　　　内　　基本財産 6,872,178,529 円

　　　内　　運用財産 1,901,376,843 円

Ⅱ　負債総額 6,212,029,115 円

Ⅲ　正味財産 2,561,526,257 円

　資産

　　１．基本財産

　　　　　土地 　　　41,688.80㎡ 2,561,697,385 円

　　　　　建物 　　　29,851.31㎡ 3,889,881,910 円

　　　　　構築物 116,636,379 円

　　　　　教具・校具・備品 183,499,300 円

　　　　　図書 96,776,193 円

　　　　　その他 23,687,362 円

　　２．運用財産

　　　　　現金預金 1,221,214,594 円

　　　　　その他 680,162,249 円

　資産総額 8,773,555,372 円

　負債

　　１．固定負債 2,781,695,000 円

　　　　　長期借入金 2,781,695,000 円

　　２．流動負債 3,430,334,115 円

　　　　　短期借入金 2,787,154,000 円

　　　　　前受金 554,673,620 円

　　　　　その他 88,506,495 円

　負債総額 6,212,029,115 円

　正味財産（資産総額－負債総額） 2,561,526,257 円

財　  産　  目　  録

令和 ４ 年 ３ 月３１日

区分 金額
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監 査 報 告 書 

令和 4年 5月 27日 

学校法人みえ大橋学園 

理 事 会 御 中 

評議員会 御 中 

学校法人みえ大橋学園 

監 事  滝本 永次郎

監 事  向井 保

 私たちは、学校法人みえ大橋学園の監事として、私立学校法第 37条第 3項及び

寄附行為第 8条の規定に基づき、令和 3年度(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31

日)の財産目録及び計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書)

を含め、学校法人の業務及び財産の状況について監査を実施した。 

 監査の結果、学校法人の業務に関しては法令及び寄付行為に違反する重大な事

実はなく、また、財産の状況は適正なものと認める。 

以上 
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巻 末 別 添 資 料 



年度 内容 

昭和 21 年（1946） 塩浜文化服装学院として創立（四日市市塩浜） 

昭和 22 年（1947） 文化服装学院(東京)の連鎖校に認定 

昭和 23 年（1948） 塩浜文化服装学校 設置（四日市市塩浜） 

昭和 26 年（1951） 四日市文化服装学院に校名変更 

※校舎を四日市市浜田町に移転

昭和 27 年（1952） 学校法人大橋学園として法人認可 

昭和 34 年（1959） 本館一部鉄筋校舎完成 

昭和 40 年（1965） 本館鉄筋校舎完成 

昭和 44 年（1969） 本館一部鉄筋校舎完成 

昭和 46 年（1971） 四日市調理師学校 設置 

昭和 51 年（1976） 学校教育法一部改正に伴い専修学校としてスタート 

 四日市文化服装学院に 「家政専門課程」・「家政高等課程」 設置 

 「四日市文化服装専門学校」に校名変更 

 四日市調理師学校に 「衛生専門課程」・「衛生高等課程」 設置 

 「四日市調理専門学校」に校名変更 

 四日市文化服装専門学校(高等課程)は向陽台高等学校(大阪)と技能連携 

昭和 58 年（1983） 四日市調理専門学校を「四日市栄養調理専門学校」に校名変更 

「四日市情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程」 設置 

昭和 60 年（1985） 四日市情報ビジネス専門学校を「国際情報ビジネス専門学校」に校名変更 

昭和 62 年（1987） 国際情報ビジネス専門学校に 「商業実務高等課程」 設置 

 国際情報ビジネス専門学校(高等課程)は科学技術学園高等学校(東京)と技能連携 

昭和 63 年（1988） 南校舎一部(鉄筋校舎)完成(四日市市南浜田町) 

 四日市栄養調理専門学校(高等課程)は科学技術学園高等学校(東京)と技能連携 

 国際情報ビジネス専門学校、四日市栄養調理専門学校の両高等課程は校舎を南浜田町に移転 

平成元年（1989） 南校舎(鉄筋校舎)完成(南浜田町) 

平成 2 年（1990） 四日市文化服装専門学校を「ユマニテクファッションスクール」に校名変更 

四日市栄養調理専門学校を「ユマニテククッキングスクール」に校名変更 

国際情報ビジネス専門学校を「ユマニテクインテリジェンススクール」に校名変更 

平成 4 年（1992） 課程の統廃合・校名の変更により 

ユマニテクファッションスクールを「専門学校ユマニテクカレッジ」(浜田町)に校名変更し、

専門課程 3 分野(家政・衛生・商業実務)を再設置 

ユマニテククッキングスクールを「大橋学園高等専修学校」(南浜田町)に校名変更し、

高等課程 3 分野(家政・衛生・商業実務)を再設置 

ユマニテクインテリジェンススクール 廃止

平成 6 年（1994） 本館一部(看護棟)鉄筋校舎完成(四日市市浜田町) 
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「ユマニテク看護専門学校」設置 

設置学科；医療専門課程「看護学科」 

専門学校ユマニテクカレッジに「製菓衛生師学科」設置 

平成 7 年（1995） 専門学校ユマニテクカレッジを「総合専門学校ユマニテクカレッジ」に校名変更 

大橋学園高等専修学校は向陽台高等学校並びに科学技術学園高等学校との技能連携を解消 

「大橋学園高等学校 通信単位制課程」設置 

大橋学園高等専修学校は大橋学園高等学校と技能連携 

平成 9 年（1997） 「ユマニテク福祉専門学校」設置 

設置学科；社会福祉専門課程「介護福祉学科」 

総合専門学校ユマニテクカレッジを「ユマニテクデザイン専門学校」に校名及び目的変更 

設置学科；服飾専門課程「ファッション学科」、商業実務専門課程「CG デザイン学科」等 

「ユマニテク調理製菓専門学校」設置 

設置学科；衛生専門課程「総合調理学科」「調理師科」 

平成 11 年（1999） 塩浜校舎(医療棟)鉄筋校舎完成(四日市市塩浜本町) 

 「ユマニテク医療専門学校」設置 

設置学科；医療専門課程「理学療法学科」「作業療法学科」 

平成 12 年（2000） ユマニテク調理製菓専門学校に、衛生専門課程「製菓製パン総合学科」設置 

平成 13 年（2001） 塩浜校舎(歯科棟)鉄筋校舎完成(塩浜本町) 

 「ユマニテク歯科衛生専門学校」設置 

設置学科；医療専門課程「歯科衛生学科」 

ユマニテクデザイン専門学校商業実務専門課程 廃止

 「ユマニテク総合情報専門学校」設置 

設置学科；商業実務専門課程「医療福祉管理科」等 

平成 15 年（2003） 大橋学園高等学校 学則変更（狭域通信制から広域通信制へ） 

ユマニテク調理製菓専門学校 調理夜間部専門課程 廃止

平成 16 年（2004） 塩浜校舎(東洋医療棟)鉄筋校舎完成(塩浜本町) 

 「ユマニテク東洋医療専門学校」設置 

設置学科；医療専門課程「鍼灸学科」 

附属臨床実習施設「しおはま鍼灸院」を併設 

 「熊野文化圏専門学校」設置 

設置学科；文化教養専門課程「文化教養学科」 

平成 17 年（2005） 大橋学園高等学校 学則変更（広域通信制から狭域通信制へ） 

四日市市塩浜に学生寮、グランド及びアーチェリー場を設置 

平成 21 年（2009） ユマニテク医療専門学校に 医療専門課程「歯科衛生学科」「鍼灸学科」を設置 

ユマニテク歯科衛生専門学校 廃止

ユマニテク東洋医療専門学校 廃止
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平成 22 年（2010） ユマニテク調理製菓専門学校に 衛生高等課程「調理専科」を設置 

ユマニテク看護専門学校に 医療専門課程「助産専攻科」を設置、

校名を「ユマニテク看護助産専門学校」に変更 

熊野文化圏専門学校 廃止 

平成 23 年（2011） ユマニテクデザイン専門学校、服飾専門課程から文化教養専門課程に目的変更、 

「ライフデザイン学科」を設置 

校名を「ユマニテクライフデザイン専門学校」に変更 

ユマニテク医療専門学校に 社会福祉専門課程「介護福祉学科」設置

ユマニテク医療専門学校を「専門学校ユマニテク医療福祉大学校」に校名変更

ユマニテク福祉専門学校 廃止

ユマニテク総合情報専門学校 廃止

大橋学園高等専修学校 廃止 

平成 24 年（2012） ユマニテク調理製菓専門学校 衛生専門課程製菓衛生師科 廃止 

平成 26 年（2014） ユマニテク調理製菓専門学校に調理実践実習室「伊勢志摩地中海クッキングラボ」及び 

製菓製パン実践実習室「パティスリーラボ・ウフ」を設置 

平成 27 年（2015） ユマニテク調理製菓専門学校 衛生専門課程調理師科 廃止 

平成 28 年（2016） 大橋学園高等学校 塩浜新校舎(新築、四日市市塩浜)へ移転 

平成 29 年（2017） 学園名を大橋学園から「みえ大橋学園」に名称変更 

平成 30 年（2018） Ｈｕｍａｎｉｔｅｃ Ｐｌａｚａ 竣工（12 月） 

平成 31 年（2019） 専門学校ユマニテク医療福祉大学校 作業療法学科 修業年限変更(4 年制から 3 年制) 

ユマニテクライフデザイン専門学校 「日本語学科」「国際ビジネス学科」 設置

※「日本語学科」は法務省の日本語教育機関として告示されています。

令和 2 年（2020） ユマニテク調理製菓専門学校 高等課程(調理専科 2 年制) R2.3.31 付廃止申請 認可 

専門学校ユマニテク医療福祉大学校鍼灸学科 養成施設認定取消書 R2.3.31 付認定取消 

令和 4 年（2022） 専門学校ユマニテク医療福祉大学校 理学療法学科 修業年限変更(4 年制から 3 年制) 

大橋学園高等学校「医療コース」を専門学校ユマニテク医療福祉大学校内のキャンパスに設置 
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